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ૼ࠰ଢƚǇƠƯƓǊưƱƏƝƟƍǇƢ
࠰ɶƸɳŷƳǒƵƝҽऴǛងǓŴᛗƴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨ
ஜ࠰ǋႏƞǇƴ࣎ƔǒշƹǕǔ˟ᅈǛႸਦƠƯӋǓǇƢƷư
ǑǓɟޖƷƝૅੲŴƓࡽƖᇌƯǛងǓǇƢǑƏƓᫍƍဎƠɥƛǇƢ
ƞƯŴૅưƍƏƱ࠰Ƹƀ݄࠰ƁŵǇƞƴᕥƷɶƔǒᖊƕǬǪȸᲛƱѬƍǑƘƼЈƠƯƘǔǑƏƴૼƠƍǋƷƕƨƘƞǜ
ႇئƢǔ࠰ưƢŵҗʚૅƸܓራƴǋ̊ƑǔƜƱƕưƖŴƪǐƏƲ࠰Ʒɪ࠰ǇưƕϤŴ࠰Ʒ݄࠰ƔǒƸବƴƳǔƦƏưƢŵ
ǇƨɟʴƻƱǓƕ࣎ڈڤƷǢȳȆȊǛ࠼ƛƯŴǤȳǹȔȬȸǷȧȳǛ࢟ƴƠƯǈǔƜƱưŴૼƨƳᤸᏦᲢȖȫȸǪȸǷȣȳᲣǛ
ႆƠǍƢƍ࠰ƴƳǔƦƏưƢŵ
ǳȭȊƴǑǓŴЈӝƕᙸƑƳƍཞඞƕዓƍƨ࠰ŵ࠰ƕଢƚŴǑƏǍƘᓳƪბƖǛӕǓƠƯƖƨƔƷǑƏƴᙸƑǇƢƕŴ
࠰ƔǒǪȟǯȭȳႇئŴǹȈȬǹ̿فᲛ˴ƱƔƠƯƘǕᲛƱӣƼƨƍൢЎưƢŵ
ƠƔǋŴૼǳȭȊǦǤȫǹƷૼƨƳီ٭ఇƷӸЭžǪȟǯȭȳſƸŴɭမ̬ͤೞ᧙Ტ᳑᳂ᲣƕɶǁƷ࣒ࡇƔǒҾЩǛƛƯ
ൿǊƨƦƏưƢŵஜஹӸЭƕ˄ƚǒǕǔƸƣƷǮȪǷȣ૨܌ƷǢȫȕǡșȃȈžǯǵǤſƕɶƷ፼ᡈܼɼࠗƷڿưƋǔž፼ſ
Ʒᒍᛖᘙᚡž᳒᳃ſƱӷơƨǊƹƞǕƨƱᚕǘǕƯƍǇƢŵ
̾ʴႎƳʙƴƳǓǇƢƕŴɧᙲɧ࣯ƷٳЈǛƑƨဃǛ࠰ˌɥᡛǓŴᐯܡưᢅƝƢ᧓ƕفƑƨƜƱưᢃѣɧឱƴƳǓŴ
ƦǖƦǖᏮžǳȭȊٽǓſǛႸਦƠƯࢹŷƴᐯቭဃǛዼԧƠڼǊǑƏƱƠƨƴЈᱠǛਯƔǕƨज़ơưƢŵƓЭƷॖ࣬ƕࢊƍƷƩŴ
ఌࣱƳƠŴƱᚕǘǕƦƏưƢŵ
ܱƸŴžǳȭȊٽǓſƴƭƍƯžଢܤဋဃԡſƕƠƬƔǓᛦǂƯƍǇƠƨŵμ᳸ˊƷဏڡʴǛݣᝋƴᘍƬƨ
žͤࡍſƴ᧙ƢǔǢȳǱȸȈᛦ௹ưƸŴʴƴʴƕžǳȭȊˌЭƴൔǂƯ˳ƕفƑƨſƱׅሉŵ
ƦƷҾ׆ƸžᢃѣɧឱſƱžǂᢅƗſƱሉƑƨʴƕƦǕƧǕлЭࢸƴᢋƠǇƠƨŵǇƨŴ˳ƕفƑƨʴƷኖлƕ
žǳȭȊᢅưǹȈȬǹǛज़ơƯƍǔſƱׅሉƠƯƓǓŴૼǳȭȊǦǤȫǹƕǋƨǒƠƨࢨ᪪ƷٻƖƞƕƏƔƕƑǇƢŵ
ᅶƷئӳƸŴᅈՃƴݣƠƯǹȈȬǹǛɨƑƯƍǔ૾ưŴᐯЎƕٽƬƨҾ׆ƸžǂᢅƗſƱžᢃѣɧឱſƴނƖǔƱ࣬ƍǇƢƕᲢᇰᲣ
ǇƩǇƩ࣎ܤưƖǔཞඞƱƸᚕƑǇƤǜƕŴʻ࠰ǋٽᨗȏǦǹƸŴƀƓܲಮƷࢳǛឬƑǔƁǛӳᚕᓶƴ᪴ࢌƬƯƍƖǇƢƷư
ƝૅੲƝઠƷᆉŴƘǕƙǕǋܯƠƘƓᫍƍᐲƠǇƢŵ
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųˊᘙӕዸࢫᅈᧈųޥ෴ᘍ
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųų

ų˟ᧈշݤƷƓᅔƍųᲠųᇹׅƵǓƑǇƭǓ͵Ű
˟ᧈշݤƷƓᅔƍųᲠųᇹׅƵǓƑǇƭǓ͵Ű

ࡴᅈ˟ᧈƷޥᘍƕ
ମ࠰உƴշݤǛᡇƑ
ǇƠƨŵ
ҘᓶᘍƷஜ᪽ӕƔǒ
ᓙǍƔƳᏙᗝᖅǛƓពǓ
ƍƨƩƖǇƠƨƷưŴ
ଔᡮǨȳȈȩȳǹƴ
ǓǇƠƨŵ

ମ࠰Ŵஉƴᇹׅ
ƵǓƑǇƭǓǛ͵ƠǇƠƨŵ
ʻׅǋƨƘƞǜƷƓ܇ƞǇƴ
ƝӋьƍƨƩƖŴǨȳȈȩȳǹ
ƕƱƬƯǋӧग़ƍƵǓƑư
ƍƬƺƍƴƳǓǇƠƨŰ
ƝӋьƍƨƩƍƨႏƞǇŴ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨᲛ

ǵȸȓǹ˄Ɩ᭗ᱫᎍӼƚ˰ܡᡫ̮ part 42
ųųųų
ųųųǜưૼବǛƓᅔƍဎƠɥƛǇƢ
ųųų࠰ɶƸ٭ٻƓɭᛅƴƳǓŴᛗƴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨ
ਰǓᡉƬƯǈǇƢƱŴମ࠰ǋǇƨૼǳȭȊǦǤȫǹƴਰǓׅƞǕƨɟ࠰ưƠƨŵ
ЎƔƬƯƍǔƩƚưǋׅƷዬ࣯ʙ७ܳᚕƷႆˋŴᔯࡨ᧸ഥਜ਼ፗƸٶƘƷࠊғထ
ưႆˋƞǕŴࡅƴǑǔɧᙲɧ࣯ƷٳЈᐯቭᙲᛪǍՠಅᚨሁǁƷփಅ᧓ჺ
ᙲᛪǋƋǓǇƠƨŵ
ǳȭȊǦǤȫǹƸီ٭ǛዓƚŴǮȪǷȣ૨܌ƷဪưԠƹǕǔီ٭ఇƸŴǢȫȕǡ
ƔǒڼǇǓŴșȸǿȷǬȳȞȷȇȫǿȷǤȗǷȭȳȷǼȸǿȷǤȸǿȷǷȸǿȷǤ
ǪǿȷǫȃȑȷȩȠȀȷȟȥȸŴମ࠰ƷໜưƸǪȟǯȭȳƴǇưီ٭ƠǇƠƨŵ
˂ƴǋٶƘƷ˖ಅƴࢨ᪪ǛӏǅƠǇƠƨƕŴሰಅမƴࢨ᪪ƕЈƨƷƸǍƸǓǦȃ
ȉǷȧȃǯǍҞ˳ݰɧឱưƢŵǦȃȉǷȧȃǯƷɼƳҾ׆ƱƠƯƸŴǢȡȪǫư
ᘍǘǕƨǳȭȊݣሊƱƠƯ˰ܡȭȸȳƷМǛɦƛƨǓŴܡנȯȸǯƷفьǍৎ
˰ܡƷᩔᙲƕ᭗ǇƬƨǓƠƨʙưλஙƕᛦᢋƠƴƘƘƳƬƨʙƕᎋƑǒǕǇƢŵ
ǇƨŴǳȭȊᅤƴǑǓᐯܡưᢅƝƢ᧓ƕٶƘƳǓŴȍȃȈǷȧȃȔȳǰƷМဇƕ
فƑŴɭမႎƴ්ᡫƕןᡐƞǕǳȳȆȊɧឱƕႆဃƠŴଐஜǁஙǛᢃǂƳƍཞඞ
ƕЈஹƯƠǇƍǇƠƨŵ
Ҟ˳ݰɧឱƷɼƳᙲ׆ƸŴ+16ƴǑǓٶƘƷೞ֥ᲢᐯѣȷǨǢǳȳȷ68ሁŷᲣƕ
ǤȳǿȸȍȃȈƴǢǯǻǹӧᏡƴƳǓҞ˳ݰƷᩔᙲƕ࣯ນƴ᭗ǇǓǇƠƨŵ
ƴ˰ܡᚨͳȡȸǫȸƷɼƳဃငਗໜưƋǔǿǤǍșȈȊȠưƷૼǳȭȊǦǤȫ
ǹƷज़௨ਘٻƴǑǓئƷદಅƕͣഥƠƨໝŴ˰ܡᚨͳೞ֥ƷኛࡨᲢȈǤȬǍ
Ǭǹዅื֥ᲣƕႆဃƠǇƠƨŵٶƘƷƓܲಮƴƝᡕषǛƓੑƚƠƯƠǇƍŴขƘƓ
ᛀƼဎƠɥƛǇƢŵ
࠰ǋǳȭȊǦǤȫǹƕܦμƴƘƳǔƜƱƸᩊƠƍƱ࣬ƍǇƢƕŴࡽƖዓƖŴ
ज़௨ၐݣሊǛɢμƴƠƳƕǒʻ࠰ǋችᡶƠƯӋǓǇƢƷưŴஜ࠰ǋܯƠƘƓᫍƍ
ᐲƠǇƢŵ

ἁỶἌ࠼ئ
Эׅỉኽௐႆᘙ
࠰உӭƷƀǵȳٽƭƏƠǜƁƴƯЈ᫆ƍƨƠǇƠƨ
ǯǤǺƷኽௐႆᘙǛƍƨƠǇƢᲛᲛ
ƂЭׅƷբ᫆ƃ
ӫƷƷɶƴᨨǕƯƍǔ܌Ǜ
ưƖǔƩƚٶƘƠƯƘƩƞƍŵ
ӈദƳǔݙ௹ƷኽௐŴஊјƩƬƨ૨܌ǛƓᡛǓƍƨƩƍƨ
ৎࠊųƳƕƞǘಮųǁǫǿȭǰǮȕȈǛȗȬǼȳȈƍƨƠ
ǇƢᲛƨƘƞǜƝࣖѪƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨᲛ

ʻׅỉἁỶἌỊἅἓἻṾ
ɤஜƷȞȃȁొưưƖƨദɤᚌ࢟ƕ
ƋǓǇƢŵƦƜǁȞȃȁొɤஜǛь
ƑƯദɤᚌ࢟Ǜׄƭ˺ƬƯƘƩƞƍŵ
èȞȃȁొƸμƯӷơٻƖƞư৵Ƭ
ƨǓƛƨǓƸƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ǯǤǺƴദᚐƠƨ૾ƷɶƔǒਁᢠư
żǫǿȭǰǮȕȈŽǛȗȬǼȳȈƍƨƠǇƢᲛ
ųųųૢڃڃڃ൳্১म॥ॳছڃڃڃ
❖ȡȸȫưӖ˄ƠƯƓǓǇƢŵ
ųȷٽᨗȏǦǹȡȸȫǢȉȬǹ
ųųweb@taiyo-house.co.jp
❖ƝࣖѪƍƨƩƘᨥƸŴɦᚡƴƋǔżໜŽǛ࣏ƣଢᚡƘ
ųƩƞƍŵèǕƕƋǔئӳŴݣᝋٳƱƳǓǇƢŵ
ųųِॡॖ६ઁৃّ፝
ੰؙؙ௦ųųèᚐƠƨǋƷƷϙჇǛช˄ƠƯǋ1-ŵ
ųųउųèȚȳȍȸȠ1-ŴƨƩƠஜӸ́ᚡ࣏᪰ŵ
ؙؙओકਚųèȷƸǫǿȭǰǮȕȈႆᡛƷǈƴ
ؙؙਗ਼ਵಀؙ̅ဇƍƨƠǇƢŵ
ų❖ࣖѪዸǊЏǓ
ųųųফা  ऽद

暮らしと住まいの
不動産部 雑学コラム

ჟܻίᾭᾤ
ųųųųʻ࠰ǋ݊ƍϤƕǍƬƯƖǇƠƨŵǳǿȄưƵƘƵƘ
ųųųųᢅƝƠƨƍǋƷưƢƕŴǳǿȄƷ˂ƴǋଡ଼Ǜ˄ƚǔ
ųųųųƨǊŴᩓൢˊƕൢƴƳǔƱƜǖưƢŵؾƷƜƱǋ
ųųųųᎋƑƯŴǨǳƳǒƠǛ࣎ੑƚƨƍưƢƶŵ
ƦƜưʻׅƸŴᘺǍȞȃǵȸǸƳƲƪǐƬƱƠƨپưưƖǔ
݊ƞݣሊƴƭƍƯƝኰʼƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

ߩߟ ޟع㚂ࠍ ޠ಄߿ߐߥ
˂Ʒ៲˳ƷᢿˮƱൔ᠋ƠƯႝᐎƕᕓƍƷưŴϬƑǛज़ơǍƢƍ
ƨǊŴž ƭƷᬍſǛϬǍƞƳƍƜƱƕȝǤȳȈƩƦƏưƢᲛ

㚂

ϬƨƍƴᚑǕƳƍǑƏȞȕȩȸǍǹȈȸȫǛ
ࠇƖǇƠǐƏŵܴϋưƸ᠉ƍǹȈȸȫǛᲛ
ȞȃǵȸǸǋјௐႎưƢŵ

ᚻ㚂

ᘥƸǋƪǖǜưƢƕŴᬍǦǩȸȞȸƷბဇǋ
ǪǹǹȡưƢŵǛǰȸȑȸǰȸȑȸƱѣƔƠƯ
ᘉᘍǛᑣƘƢǔƱƞǒƴภǇǓǇƢŵ

⿷㚂

ឱᬍǛƋǇǓѣƔƞƳƍƱᘉᘍƕफƘƳǓŴϬƑ
ƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵǍƸǓȞȃǵȸǸƸјௐႎŵ
ٳЈƷᨥƸҽƷǿǤȄǍ᪇ɦǛბဇƠƯϬƑǛ
᧸ƗǇƠǐƏŵ

࠻ࡦࠗࡐߩⵝع
ž ႸƸᎻƴ݅ბſžዸǊ˄ƚƳƍſ
žᆰൢƷޖǛ˺ǔſžଡ଼ƔƍᆰൢǛᡜƕƞƳƍſƜƱᲛ

߿ߺߦ㊀ߨ⌕ࠍߖߕࠍ࠻ࡦࠗࡐ ޔᛥ߃ߚ
ⵝ㧐⌕ߎߥߒࠫࠨ࠶ࡑࠆߔߊ⦟ࠍⴕⴊ ޔ
ߢߧߊߧߊㆊߏߒߚߣᕁ߹ߔ㧋

ɧѣငᢿ ẅ ῍ૼሰ٥ཋˑऴ῍إ

ଢƚǇƠƯƓǊưƱƏƝƟƍǇƢ
ஜ࠰ǋɧѣငᢿǛǑǖƠƘƓᫍƍƍƨƠǇƢ
ǳȭȊƷኳऒƕǇƩǇƩƱƍƏɶưǋኺฎѣƸࢹŷƴᡶǜưƍǇƢŵ
ƦƷɶưǋɧѣငಅမƸŴஙƷɧឱƴǑǔನᡯȷჽ̖ƷɥଞŴ
༓૰ǍჽᙌԼƷ͌ɥƛǍҞ˳ݰƷɧឱƴǑǔǦǩǷȥȬȃȈǍ .'& ༀଢƳƲƷᩓ܇
ೞ֥ƷƭƍƨᙌԼƷኛλƷǕƕဃơƯƍǇƢŵƦƷƨǊŴܦƕࡨƴƳǔཞඞ
ƕମ࠰  உƔǒዓƍƯƓǓŴࡴᅈǛԃǊƯӲᅈƕბŴࡽบƠǛᛦૢƠƳƕǒǍǓƘǓ
ƠƯƍǔཞඞưƢŵƦǕưǋƓܲಮƷទᝰॖഒƸ᭗ƘŴࡉנɧឱƔǒ̖עםǋɥଞƢ
ǔƱƍƏƪǐƬƱƠƨီࠝʙ७ƷɶƴƍǇƢŵ
ƦƷƨǊŴᲮஉ᪭ǇưƸŴɶӞ˰ܡǛԃǊƯɧѣငƷ٥ҲǛƓᎋƑƷ૾ƸŴʻƕ٥Ǔ
ƱƳƬƯƍǇƢƷư᩼ƝႻᛩƘƩƞƍŵ
ʻ࠰  ࠰ƸဃငዯעᲢᠾעƱƠƯƠƔ̅ƑƳƍᲣƷ  ࠰᧓ƷᨂƕПஹƢǔ
ᲢᠾٳˌעƷဇƕЈஹǔǑƏƴƳǔᲣƨǊƴŴᠾܼƷ૾ƷɶƴƸעםǛ٥ҲƢǔ૾ǋ
ᙸǒǕǔƜƱƔǒࡉנɧឱƕᚐෞƞǕŴ̖עםǋᓳƪბƍƯƘǔƱǋᎋƑǒǕǇƢŵ
ɧѣငᢿưƸ૰ưɧѣငƷ௹ܭŴɧѣငဇƷ੩కǛᘍƬƯƍǇƢƷưŴƓჷǓӳƍ
ǋԃǊƯƓൢ᠉ƴƝႻᛩƍƨƩƚǕƹƱ࣬ƍǇƢŵ

ƂƜǕƔǒᝤ٥ʖܭƷ٥˰ܡƃ
സǓᲮųųᲫஉǑǓഏܦʖܭ
ȷǽȬǤȦȴǣȬȃǸૼৎҤíɟ
സǓᲭųųᲬஉǑǓഏܦʖܭ
ȷǽȬǤȦȴǣȬȃǸ್᪰íɟųųųųųųųųųų
സǓᲫғဒųȢȇȫȏǦǹǋᝤ٥ڼ
ȷǽȬǤȦȴǣȬȃǸȷࠋųųųųųųųųų
സǓᲫųųᲮஉܦʖܭ
ȷǽȬǤȦȴǣȬȃǸᬔðųųųųųųų

࠰࡙ࠗࡧࠖ࠶ࠫᨰ  Ꮣᣉࠬ࠙ࡂ࡞࠺ࡕޓ
ᝤ٥᫇Ŵ᧓ӕǓƴƭƍƯƸ᨟᳂ưૼƠƯƍǇƢƷưƝᚁƘƩƞƍŵ
ǇƨŴൢƴƳǔཋˑƷƓբƍӳǘƤƸɧѣငᢿ  ǇưƝᡲዂƘƩƞƍŵ

ƨƘƞǜƷƝࣖѪƓࢳƪƠƯƓǓǇƢᲛᲛ
ǫǹǿȞȸǵȸȓǹᢿų6'.
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今年の目標は・・・下味冷凍保存のレパートリーを増やしたいと思います！
！ byくじら子
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不動産

賃

不動産に係るすべてに対応

貸

アパート・マンション・戸建・テナントなど

不動産売買

仲介・管理

宅地開発

空き家の管理・有効活用

投資コンサルティング
豊富なノウハウとネットワークにより、お客様の取引をサポート

地域密着企業としての豊富な経験と実績を活かし、賃貸プラン

ん、保有不動産の査定、調査、コンサルティングにいたるまで

管理体制を実施しています。また、 2,000 戸以上の物件を管理、

しています。戸建住宅やマンション、借地権などの売買はもちろ
さまざまなニーズに幅広く対応します。

の提案から入居斡旋、その後の管理にいたるまでのトータルな
高い入居率を誇り、オーナー様の収益安定に努めます。
TEL 047-309-5544（管理）
TEL 047-343-7000（仲介）

TEL 047-343-8000（売買・仲介）

建

築

福

創業 40 年

新築からリフォームまで

祉

子育て支援・高齢者が安心できる住まいの提供
サービス付き

注文住宅

高齢者向け住宅

ビル建設

保育園

リフォーム
個人住宅や集合住宅はもちろん、商業施設、医療・介護施設、

少子高齢化や人口減少等の社会情勢から生じる福祉的ニーズへ

修工事や住宅のリフォームもお任せください。

提供や社会福祉法人等への保育園設置の提案や建設を推進して

官公庁といった中高層建築まで手掛けています。また、各種改

TEL 047-701-7552（注文住宅）
TEL 047-701-5878（リフォーム）

の対応として、高齢になっても安心して暮らせる高齢者住宅の
おります。

TEL 047-343-1115（建築）
TEL 047-701-8480（入居仲介）

ὦᾙᾃ̵ᾥᾷᾊᾎᾷώ
ࠪಓࣶۂ
ἛٟἕװὠἬ

☎月曜日〜土曜日 建築部
（受付 9：00〜17：00） TEL：047-346-1121
☎日曜日・祝日
建築営業部 リフォーム課 （受付 9：00〜17：00） TEL：047-701-5878
※GW、冬期、夏季休暇は除きます
E-mail ie@taiyohouse.com

賃貸スタッフおすすめ物件

今月のソムリエ：友水

3SLDK

東武野田線 六実駅 徒歩15分

家賃 95,000 円 共益費 なし
敷金 2ヶ月 ※ペット飼育は3ヶ月 礼金 0ヶ月

★ファミリーにおすすめ
ペット可戸建て

須藤邸

今回のおすすめ物件は『須藤邸』です。
新京成線 新鎌ヶ谷駅からも徒歩 18 分と交通の便が良好です。
12 帖の広々リビングが魅力的、3 口コンロシステムキッチン、
1 坪の追い焚き機能付きバスなど室内設備が充実。
ご内見等、ご希望であればお問い合わせください。
その他物件についてもお気軽にお問い合わせください。

管理部 営業課

9：00〜17：30 水曜定休

rent@taiyo-house.co.jp TEL 047-343-7000

※広告掲載時、既に契約になっている場合もございます。予めご了承ください。
明るく安心な住まいと”みらい”の創造

新築戸建「ソレイユヴィレッジ布施」分譲予定！
常磐緩行線「柏駅」
バス10分
常磐緩行線「我孫子駅」バス15分
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バス停『土谷津入口』徒歩2分
バス停『布施荒屋敷』徒歩3分
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䝰䝕䝹Ჷ
【売主】 設計・施工・アフターメンテナンス
太陽ハウス

営業時間 9：00〜17：30
定休日 水曜

※広告掲載時、既に契約になっている場合
もございます。予めご了承ください。

047（343）8000
不動産部直通

